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市制施行130周年記念事業について 

 

１ 趣旨 

本市は、明治22（1889）年４月１日、他の30市とともに我が国で 初となる市制を施行し、今年で

130周年を迎えます。平成31年度は本市にとって節目となる記念すべき年度であることから、市民と

ともにこれを祝い、これまで培ってきた歴史・文化・地域の魅力を再発見するとともに、市内外に情

報発信し、より一層の市勢発展の契機とするため、記念式典の開催をはじめとする記念事業を実施す

るものです。 

○キャッチフレーズ 

夢輝く未来へ さらなる躍進  ～住みやすさ日本一を目指して 久留米市～ 

 

２ 実施期間 

 平成31年４月１日から翌年３月31日まで 

 

３ 構成 

 130周年記念事業は、「記念式典」、「メイン事業」、「冠事業」、「広報・宣伝事業」で構成します。 

 

（１）記念式典 

   市制施行130周年を祝う記念式典を挙行し、この10年の間で市制の発展に特に貢献された方々など

に感謝状を贈呈するとともに、この節目にふさわしい祝賀催事を行います。 

  ア 日 時  平成31年４月３日（水） 10:00～12:00予定 

  イ 会 場  久留米シティプラザ ザ・グランドホール 

  ウ 出席者  来賓、市功労者、市民等 約1,300名 

  エ 内 容  感謝状贈呈、祝賀催事（記念コンサート）ほか    

 

（２）メイン事業（9事業） 

   実施期間中に実施する事業のうち、記念事業の趣旨に合致する新規事業及び本市の個性や特長を

内外にアピールできるシンボル的な既存事業をメイン事業に位置付けることとします。 

 

 事業名 開催日程 開催場所 所管部局 

1 松竹大歌舞伎 4月上旬予定 久留米シティプラザ 市民文化部 

2 図書館企画展示「市制前のくるめ

～市制130年のあゆみ(仮)」 

 

7月上旬～9月下旬

予定 

六ツ門図書館 市民文化部 

3 第 48回水の祭典久留米まつり 8月上旬予定 明治通りほか 商工観光労働部 

4 第 360回筑後川花火大会 8月上旬予定 筑後川河川敷 商工観光労働部 

5 高松宮賜杯第 63 回全日本軟式 9月下旬～10月上旬 久留米市野球場 市民文化部 
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久留米市イメージキャラクター 

野球大会 予定 

6 第 45 回ふるさとくるめ農業ま

つり 

11月中旬予定 百年公園 農政部 

7 「第九」100周年記念事業 12月下旬予定 久留米シティプラザ 市民文化部 

8 城島酒蔵びらき 2月中旬予定 城島町民の森 城島総合支所 

9 市制施行130周年記念植樹 時期未定 調整中 都市建設部 

 

（３）主な冠事業（40事業）（別紙１参照） 

   市制施行130周年を記念するとともに、久留米市の誕生130年を市の内外に周知するため、例年実

施している事業を中心に「市制施行130周年記念」の冠を付して実施することとします。 

 

（４）広報・宣伝事業 

 市制施行130周年への市民の機運を高めるため、また、記念事業への積極的な参加を促すため、130 

周年のアニバーサリー感のある市のイメージキャラクターくるっぱのデザインを作成し、広報くるめや 

市ホームページなどの媒体を活用し、情報発信を行います。 

 

    〇デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合せ先：久留米市総務部総務課 

  連絡先：０９４２（３０）９０５２ 

担当者：河野・松岡       
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主な冠事業一覧（40事業） 

 事業名 開催日程 開催場所 所管部局 

1 第22回久留米つつじマーチ 4月中旬予定 中央公園 商工観光労働部 

2 くるめ緑の祭典 4月～11月予定 百年公園ほか 都市建設部 

3 国際女子テニス2019 5月上旬予定 新宝満川テニスコート 市民文化部 

4 くるめ環境フェア 6月上旬予定 百年公園 環境部 

5 水道週間ふれあいフェア 6月上旬予定 百年公園 上下水道部 

6 第6回青木繁記念大賞ビエン

ナーレ 

6月下旬～7月下旬 

予定 

久留米市美術館 市民文化部 

7 筑後川旗第36回西日本学童軟

式野球大会 

8月上旬予定 久留米市野球場ほか 市民文化部 

 8 第2回ダイハツ久留米ジュニ

アオープンバドミントン大会 

8月上旬予定 久留米アリーナ 市民文化部 

 9 第21回紫灘旗全国高校遠的弓

道大会 

8月中旬予定 久留米アリーナ 市民文化部 

10 第36回りんどう杯車いすバス

ケットボール西日本大会 

8月下旬～9月上旬 

予定 

久留米アリーナ 市民文化部 

11 バス・鉄道フェスタinくるめ 9月中旬予定 久留米シティプラザ 都市建設部 

12 久留米市城島ふるさと夢まつ

り 

9月中旬予定 城島町民の森 城島総合支所 

13 久留米オリンピック 9月中旬予定 陸上競技場 市民文化部 

14 下水道フェア 9月下旬予定 南部浄化センター 上下水道部 

15 筑後SAKEフェスタ2019 10月上旬予定 久留米シティプラザ 商工観光労働部 

16 くるめフォーラム2019 

(久留米女性週間記念事業) 

10月上旬予定 えーるピア久留米 協働推進部 

17 全国グラウンドゴルフ交歓大

会 

10月上旬予定 久留米アリーナほか 市民文化部 

18 第68回久留米市総合美術展 10月上旬～10月下旬

予定 

久留米市美術館 市民文化部 

19 第34回久留米市コスモスフェ

スティバル 

10月中旬予定 コスモスパーク北野 北野総合支所 

20 第20回九州山口9人制バレー

ボールクラブ男女選手権大会 

10月中旬予定 久留米アリーナ 市民文化部 

21 第49回久留米ちくご大歌舞伎 10月中旬予定 久留米シティプラザ 市民文化部 

22 サンデーリサイクル拡充版 10月中旬予定 宮ノ陣クリーンセンター 環境部 

23 くるめ街かど音楽祭2019 10月下旬予定 両替町公園ほか 市民文化部 

24 セーフコミュニティフェスタ 10月頃予定 久留米シティプラザ 協働推進部 

25 第32回ふるさとみづま祭 11月上旬予定 水沼の里2000年記念の森 三潴総合支所 

別紙１ 
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26 健康くるめ21フェスタ 11月上旬予定 えーるピア久留米 健康福祉部 

27 第6回久留米たまがる大道芸

2019 

11月中旬予定 久留米シティプラザ 市民文化部 

28 田主丸耳納の市 11月中旬予定 福岡県緑化センター 田主丸総合支所 

29 市民大感謝祭市場まつり2019 秋予定 久留米市中央卸売市場 農政部 

30 くるめ光の祭典ほとめきファ

ンタジー 

11月中旬～1月中旬 

予定 

明治通りほか 商工観光労働部 

31 企画展「久留米俘虜収容所と 

第九」 

12月中旬～12月下旬 

予定 

久留米シティプラザ 市民文化部 

32 久留米ロードレース 1月下旬予定 陸上競技場 市民文化部 

33 市民合同芸能祭 2月予定 久留米シティプラザ 市民文化部 

34 第18回ジュニア青木繁展 2月上旬～2月中旬 

予定 

市役所庁舎 市民文化部 

35 久留米植木まつり 2月上旬～2月下旬 

予定 

百年公園 田主丸総合支所 

36 第11回久留米つばきフェア 3月中旬予定 久留米つばき園ほか 農政部 

37 第23回 藍・愛・で逢いフェ 

スティバル 

3月中旬予定 地場産くるめ 商工観光労働部 

38 久留米フェスティバルin天 

神 

時期未定 未定 総合政策部 

39 久留米競輪 時期未定 久留米競輪場 商工観光労働部 

40 くるめ音楽祭2019 時期未定 石橋文化ホール 市民文化部 

 

※上記1～40の主な冠事業は、いずれも延べ来場者数が1,000人以上見込める事業 

 


